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179 映画館のある家
180 観劇空間のたたずまい ベイシス 加藤邸
184 個人劇場の様式� アバック秋葉原新本店 今井邸
188 個人劇場の様式② ライフスタイル Ｉ邸
192 個人劇場の様式③ のだや宇都宮店 森田邸
194 個人劇場の様式� グランドアバック新宿店 長谷邸
196 個人劇場の様式⑤ ＡＶＢＯＸ 込山邸
198 個人劇場の様式⑥ ハマノ・デザイン Ａ邸
200 ホームシアターショールーム� 住まいのウチイケ
202 ホームシアターショールーム� モノリス
204 住宅メーカーが考えるホームシアター 創建Ｋｕｒｕｍｕ

ENTHUSIASTSホームシアターファイル

15 ファイルナンバーのご案内と今号のファイルたち
112 エプソンEH-TW3000導入ドキュメント

わが家に大画面がやってきた！

116 小倉智昭のエンタのサムライ
偉大なる怪物 加山雄三

176 読者の広場今号のこの人 & phile VOX

PRODUCTS優秀製品ピックアップ

82 どんどん録れる！楽しさ広がる！
日立Wooo UT770シリーズ

151 スタイルを極めた「ビエラ」Zシリーズ誕生！
158 Radius HDシリーズ3回連続特集第2回

Radius HDを壁にかける
160 ELAC連続企画第3回

銘機の継承～受け継がれるエラックの歴史
162 ホームシアター・プロダクトガイド

注目製品22モデルを厳選！
今が買い時の製品そろえました

172 映画館のある家づくりが楽しくなる
ホームシアターエクセレントグッズ

SOFTソフトレビュー
123 ホームシアターを彩るタイトル選りすぐり！

ブルーレイ＆DVD ソフトレビュー
134 シネアストの映像追跡 「ジェイン･オースティン」

Lifestyleライフスタイル

76 ＣＡＶのシアターラックで薄型テレビを彩る
138 デジタル・サウンド・プロジェクター物語最終回

しあわせな日々…
174 ホームシアターメンテナンス＆トラブルシューティング
225 住宅メーカーが考える大画面と住まいの関係

Informationインフォメーション

109 テイク・ノート・プリーズ　旬の情報を速攻レポート！

178 編集後記

226 愛読者プレゼント＆アンケート

Essayエッセイ
114 清水義範の放課後の視聴覚教室

ハンガリー映画はなかなかのもの

118 ささきいさおの素敵な映画館ごっこ
ささきさんのシアターが大幅リニューアル！
三管式プロジェクターの後継機は…？

120 ささきいさおの素敵な映画館ごっこ特別編

プロジェクター私的進化論

Installインストール
206 ホームシアターパスファインダー

のだや福島店 Ｋ邸

210 噂のカスタムインストーラー
ダイナミックスカスタマイズ小山信一郎

211 インストーラーガイド

ホームシアターショップナビ2009 April

表紙デザイン／
大前デザイン室
アートディレクション／
ポンプワークショップ
口絵レイアウト／
ポンプワークショップ
クワデザイン
いきデザイン
ＳＤＯ
ゴールデンエイジ
表紙イラスト／
ソリマチアキラ

口絵図版、イラスト／
吉岡律人
風阿弥
山名麗子
牧瀬洋
執筆・出演／
飯塚克味
石原俊
市川二朗
井上千岳
大橋伸太郎
小倉智昭
押井守
折原一也
貝山知弘
鴻池賢三
米谷紳之介
今野雄二
ささきいさお
清水義範
中林直樹（TROVADOR）
林正儀
本山由樹子
山之内正
和久井光司
編集部
編集協力／
本山由樹子
中林直樹（TROVADOR）
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